
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 進学会 上場取引所 東 

コード番号 9760 URL http://www.shingakukai.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 平井 崇浩

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員管理本部長 （氏名） 松田 啓 TEL 011-863-5557
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 3,025 △2.7 62 △32.0 125 ― 119 ―

23年3月期第2四半期 3,110 2.2 91 43.1 △319 ― △419 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 116百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △525百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 6.00 ―

23年3月期第2四半期 △20.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 23,312 21,466 92.1
23年3月期 23,340 21,550 92.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  21,466百万円 23年3月期  21,550百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,100 1.1 700 2.5 800 89.2 170 ― 8.49



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外ですが、この四半期決算短信の開示時点においては、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注記事項については〔添付資料〕
P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 20,031,000 株 23年3月期 20,031,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 50,606 株 23年3月期 50,606 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,980,394 株 23年3月期2Q 19,980,488 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月の東日本大震災の影響により、企業収益が伸び悩み雇用

情勢も回復しないまま厳しい状況で推移しました。  

 当学習塾業界におきましては、少子化傾向に対応するため各社ともエリア拡大や集客力のあるメニュー開発を行

い、経営体質の強化や業容拡大、並びにシナジー効果を期待した業務提携や資本提携の動きが見られ、業界再編が

徐々に進行しております。個別指導は依然堅調でありますし、脱ゆとり教育への転換により学習塾に対するニーズ

は高まっているものと思われます。  

 このような状況のもと、当社グループは引き続き会場のスクラップ＆ビルドを積極的に推進し、地域ナンバーワ

ン校への合格実績を高めるためにコース・メニューの拡充と指導力の更なる強化を実施してまいりました。また、

入試状況に合わせたオリジナルテキストの作成や授業で毎回行う復習テストの実施により、生徒の成績向上をサポ

ートしてまいりました。エリア拡大としては、今年の春から茨城県守谷市に本部事務所を構え、首都圏では初めて

の夏期講習を千葉県柏市と我孫子市で実施しました。なお、柏市では９月に本部を開設し、二学期以降も授業を行

っております。９月末での本部数は69本部、会場数は427会場となりました。 

 また、長期的なパートナーシップ関係にある㈱栄光の安定株主としてその企業価値向上を支援するため、㈱栄光

株式の22.4％を保有する㈲信和管財（現：㈲進学会ホールディングス）を５月に100％子会社化致しました。その

結果、当社グループが保有する㈱栄光株式の合計が20％を超えたため、㈱栄光は当第1四半期連結決算から持分法

適用会社となりました。 

 当第２四半期連結累計期間においては、東日本大震災の影響による春期講習未実施地区の発生、それに伴う新学

期の出足の遅れ及び子会社外販部門の低迷により、売上高は3,025百万円（前年同四半期比2.7％減）となり、利益

面では、営業利益が62百万円（前年同四半期比32.0％減）、経常利益が持分法投資利益の計上により125百万円

（前年同四半期は319百万円の経常損失）、四半期純利益が119百万円（前年同四半期は419百万円の四半期純損

失）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は23,312百万円となり、前連結会計年度末よりも28百万円減少しました。

流動資産は、現預金及び有価証券の減少により前連結会計年度末より3,117百万円減少しましたが、固定資産は、

関係会社株式の増加により前連結会計年度末より3,088百万円増加しました。負債は、前受金等の増加により56百

万円増加し、純資産は、利益剰余金が97百万円減少したことにより21,466百万円となりました。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,500,117 3,830,651

受取手形及び営業未収入金 75,644 56,063

有価証券 1,085,757 634,086

商品及び製品 12,073 11,794

仕掛品 － 1,127

原材料及び貯蔵品 24,068 6,959

繰延税金資産 81,178 106,087

その他 148,140 163,107

貸倒引当金 △1,129 △1,031

流動資産合計 7,925,849 4,808,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,377,795 9,712,465

減価償却累計額 △5,235,881 △5,341,624

建物及び構築物（純額） 4,141,914 4,370,840

機械装置及び運搬具 533,887 539,142

減価償却累計額 △476,419 △485,454

機械装置及び運搬具（純額） 57,468 53,687

土地 3,087,612 3,199,485

その他 981,043 976,156

減価償却累計額 △853,385 △868,407

その他（純額） 127,658 107,748

有形固定資産合計 7,414,654 7,731,762

無形固定資産   

ソフトウエア 14,633 12,080

電話加入権 1,259 1,259

施設利用権 7,975 7,975

無形固定資産合計 23,867 21,315

投資その他の資産   

投資有価証券 6,253,720 9,118,150

繰延税金資産 759,991 742,864

敷金及び保証金 396,406 343,068

長期預金 300,000 300,000

その他 266,429 246,862

投資その他の資産合計 7,976,548 10,750,945

固定資産合計 15,415,069 18,504,023

資産合計 23,340,919 23,312,868
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 95,273 50,764

未払金 339,279 51,152

未払法人税等 72,865 53,798

未払費用 248,887 245,977

前受金 399,095 831,935

その他 14,924 14,381

流動負債合計 1,170,326 1,248,009

固定負債   

退職給付引当金 78,302 73,861

役員退職慰労引当金 283,058 282,912

資産除去債務 228,303 215,871

その他 30,119 25,602

固定負債合計 619,783 598,247

負債合計 1,790,109 1,846,257

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 14,352,778 14,254,796

自己株式 △45,446 △45,446

株主資本合計 21,635,431 21,537,449

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △84,622 △70,838

その他の包括利益累計額合計 △84,622 △70,838

純資産合計 21,550,809 21,466,611

負債純資産合計 23,340,919 23,312,868
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,110,181 3,025,632

売上原価 2,447,217 2,392,977

売上総利益 662,964 632,655

販売費及び一般管理費 571,173 570,254

営業利益 91,790 62,401

営業外収益   

受取利息 25,857 7,593

受取配当金 15,547 33,621

持分法による投資利益 － 258,415

その他 9,679 12,879

営業外収益合計 51,084 312,510

営業外費用   

有価証券償還損 － 137

有価証券評価損 409,501 218,985

為替差損 51,799 28,968

その他 781 1,665

営業外費用合計 462,082 249,756

経常利益又は経常損失（△） △319,207 125,154

特別損失   

固定資産除却損 30,883 22,313

投資有価証券評価損 20,643 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 146,596 －

その他 850 2,331

特別損失合計 198,974 24,645

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△518,181 100,509

法人税等 △98,768 △19,448

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△419,412 119,957

四半期純利益又は四半期純損失（△） △419,412 119,957
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△419,412 119,957

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △106,357 17,178

持分法適用会社に対する持分相当額 － △3,394

持分法適用会社に関する持分変動差額 － △16,933

その他の包括利益合計 △106,357 △3,150

四半期包括利益 △525,769 116,807

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △525,769 116,807

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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